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(百万円未満切捨て)

１．2022年３月期第１四半期の連結業績（2021年４月１日～2021年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第１四半期 70,690 △11.0 4,323 11.9 5,045 8.4 3,808 22.1

2021年３月期第１四半期 79,439 △5.1 3,862 △17.4 4,655 △13.8 3,119 △18.8
(注) 包括利益 2022年３月期第１四半期 2,295百万円(△41.4％) 2021年３月期第１四半期 3,914百万円( 74.7％)

　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2022年３月期第１四半期 53.75 ―

2021年３月期第１四半期 44.03 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第１四半期 341,206 220,413 64.0

2021年３月期 366,532 221,741 60.0
(参考) 自己資本 2022年３月期第１四半期 218,459百万円 2021年３月期 219,807百万円
　

　　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2021年３月期 ― 50.00 ― 50.00 100.00

2022年３月期 ―

2022年３月期(予想) 50.00 ― 50.00 100.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 410,000 4.6 35,000 6.1 37,700 5.0 25,500 1.8 359.94
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 －社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（注）詳細は、添付資料P.7「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。
　

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2022年３月期１Ｑ 70,864,961株 2021年３月期 70,864,961株

② 期末自己株式数 2022年３月期１Ｑ 19,045株 2021年３月期 19,025株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期１Ｑ 70,845,931株 2021年３月期１Ｑ 70,846,081株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると
判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料P.2「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間の受注高は、目標としていた案件の受注に注力した結果、一般民間向け案件を中心に

増加し、95,891百万円（前年同期比21.9％増）となりました。

売上高は、工程が初期段階であるため売上高の計上が進まない進行基準の案件が多いことなどから、70,690百万

円（前年同期比11.0％減）となりました。

営業利益は、不採算案件が減少して利益率が改善した結果、4,323百万円（前年同期比11.9％増）となりました。

また、経常利益は5,045百万円（前年同期比8.4％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は、3,808百万円（前

年同期比22.1％増）となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」等の適用により、売上高は640百万円減少しております。

（２）財政状態に関する説明

資産合計は、完成工事未収入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ25,325百万円減少（6.9％減）し、

341,206百万円となりました。

負債合計は、工事未払金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ23,997百万円減少（16.6％減）し、120,793

百万円となりました。

純資産合計は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上があったものの、配当金の支払いやその他有価証券評

価差額金の減少に伴い、前連結会計年度末に比べ1,328百万円減少（0.6％減）し、220,413百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年４月28日の決算発表時に公表しました業績予想からの変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 50,905 62,123

受取手形・完成工事未収入金等 130,705 90,309

未成工事支出金 5,910 10,615

商品 1,040 1,312

材料貯蔵品 14,579 16,140

その他 9,451 8,730

貸倒引当金 △18 △18

流動資産合計 212,574 189,213

固定資産

有形固定資産

建物・構築物（純額） 32,337 32,385

土地 28,887 28,919

その他（純額） 19,472 19,275

有形固定資産合計 80,698 80,581

無形固定資産

その他 1,729 1,697

無形固定資産合計 1,729 1,697

投資その他の資産

投資有価証券 63,194 59,925

長期貸付金 1,256 454

退職給付に係る資産 554 1,485

繰延税金資産 3,507 4,159

その他 4,781 4,725

貸倒引当金 △1,764 △1,035

投資その他の資産合計 71,530 69,714

固定資産合計 153,957 151,993

資産合計 366,532 341,206
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 63,559 40,004

電子記録債務 23,593 26,388

短期借入金 1,774 3,767

未払法人税等 7,145 1,814

未成工事受入金 15,381 19,338

工事損失引当金 60 59

その他 13,845 10,630

流動負債合計 125,361 102,004

固定負債

長期借入金 10,140 9,567

リース債務 2,711 2,703

役員退職慰労引当金 300 244

退職給付に係る負債 4,051 4,066

その他 2,225 2,207

固定負債合計 19,429 18,788

負債合計 144,790 120,793

純資産の部

株主資本

資本金 12,561 12,561

資本剰余金 12,987 12,987

利益剰余金 195,601 195,790

自己株式 △8 △8

株主資本合計 221,141 221,330

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,998 2,257

繰延ヘッジ損益 △381 △525

為替換算調整勘定 105 273

退職給付に係る調整累計額 △5,057 △4,876

その他の包括利益累計額合計 △1,334 △2,870

非支配株主持分 1,933 1,953

純資産合計 221,741 220,413

負債純資産合計 366,532 341,206
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

売上高

完成工事高 75,912 68,233

その他の事業売上高 3,526 2,456

売上高合計 79,439 70,690

売上原価

完成工事原価 66,857 58,379

その他の事業売上原価 2,721 1,843

売上原価合計 69,579 60,222

売上総利益

完成工事総利益 9,054 9,854

その他の事業総利益 805 612

売上総利益合計 9,860 10,467

販売費及び一般管理費 5,997 6,144

営業利益 3,862 4,323

営業外収益

受取利息 29 17

受取配当金 456 452

持分法による投資利益 241 188

投資事業組合運用益 42 ―

受取賃貸料 83 87

その他 88 188

営業外収益合計 942 935

営業外費用

支払利息 97 90

投資事業組合運用損 ― 96

割増退職金 35 11

その他 16 15

営業外費用合計 149 213

経常利益 4,655 5,045

特別利益

固定資産売却益 1 2

投資有価証券売却益 3 659

特別利益合計 5 661

特別損失

固定資産処分損 7 50

投資有価証券売却損 20 0

投資有価証券評価損 17 61

特別損失合計 46 111

税金等調整前四半期純利益 4,614 5,594

法人税等 1,528 1,778

四半期純利益 3,086 3,815

非支配株主に帰属する四半期純利益又は
非支配株主に帰属する四半期純損失（△）

△33 7

親会社株主に帰属する四半期純利益 3,119 3,808
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益 3,086 3,815

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 867 △1,733

為替換算調整勘定 △173 184

退職給付に係る調整額 108 180

持分法適用会社に対する持分相当額 26 △152

その他の包括利益合計 828 △1,520

四半期包括利益 3,914 2,295

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,965 2,271

非支配株主に係る四半期包括利益 △51 23
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

　

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時

点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工

事進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合に

は、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法

に変更しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、

予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合

理的に見積ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を

認識することとしております。

また、機器販売等に係る一部の収益について、従来は、総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財又

はサービスの提供における役割（本人又は代理人）を判断した結果、純額で収益を認識する方法に変更してお

ります。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ

ており、当第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当

第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま

す。

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は640百万円減少し、売上原価は640百万円減少しましたが、

営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。また、利益剰余金の当期首残

高に与える影響はありません。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28－15項に定める

経過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記

載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会

計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会

計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸

表に与える影響はありません。
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３．参考

個別業績の概要

　 (百万円未満切捨て)

2022年３月期第１四半期の個別業績 (2021年４月１日～2021年６月30日)

(1) 個別経営成績（累計） (％表示は、対前年同四半期増減率)

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年３月期第１四半期 61,652 △11.5 3,386 4.1 4,102 1.6 3,262 6.7

2021年３月期第１四半期 69,676 △5.5 3,254 △32.2 4,039 △28.2 3,059 △11.8

１株当たり
四半期純利益

潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり四半期純利益

円 銭 円 銭

2022年３月期第１四半期 46.04 ―

2021年３月期第１四半期 43.17 ―

(2) 個別財政状態

総 資 産 純 資 産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年３月期第１四半期 311,807 185,667 59.5

2021年３月期 332,457 187,678 56.5

（注）参考として開示した個別業績の概要は、法定開示におけるレビュー対象ではありません。
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４．補足情報

（１）連結業績の部門別・得意先別内訳

　①売上高

期 別

部門別

前年同四半期連結累計期間

(2020.4～2020.6)

当四半期連結累計期間

(2021.4～2021.6)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 11,333 14.3 10,514 14.9 △818 △7.2

屋内線工事 38,910 49.0 36,838 52.1 △2,071 △5.3

空調管工事 25,668 32.3 20,880 29.5 △4,788 △18.7

設備工事業計 75,912 95.6 68,233 96.5 △7,679 △10.1

その他の事業 3,526 4.4 2,456 3.5 △1,070 △30.3

合計 79,439 100 70,690 100 △8,749 △11.0

②工事受注高

期 別

部門別

前年同四半期連結累計期間

(2020.4～2020.6)

当四半期連結累計期間

(2021.4～2021.6)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 11,725 14.9 11,078 11.6 △647 △5.5

屋内線工事 40,418 51.4 49,846 51.9 9,427 23.3

空調管工事 26,530 33.7 34,967 36.5 8,436 31.8

合計 78,675 100 95,891 100 17,216 21.9

③期末手持工事高

期 別

部門別

前年同四半期連結会計期間

(2020.6)

当四半期連結会計期間

(2021.6)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 1,906 0.4 1,938 0.5 32 1.7

屋内線工事 333,460 73.9 298,592 70.4 △34,868 △10.5

空調管工事 115,857 25.7 123,742 29.1 7,884 6.8

合計 451,224 100 424,273 100 △26,950 △6.0

④得意先別工事売上高

期 別

得意先

前年同四半期連結累計期間

(2020.4～2020.6)

当四半期連結累計期間

(2021.4～2021.6)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

九州電力グループ※ 11,185 14.7 10,494 15.4 △690 △6.2

一般得意先 64,727 85.3 57,738 84.6 △6,988 △10.8

合計 75,912 100 68,233 100 △7,679 △10.1

⑤得意先別工事受注高

期 別

得意先

前年同四半期連結累計期間

(2020.4～2020.6)

当四半期連結累計期間

(2021.4～2021.6)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

九州電力グループ※ 11,664 14.8 11,094 11.6 △570 △4.9

一般得意先 67,010 85.2 84,797 88.4 17,786 26.5

合計 78,675 100 95,891 100 17,216 21.9

⑥通期（2022年3月期）の売上高・工事受注高の予想

部門別 売上高(百万円) 工事受注高(百万円)

配電線工事 46,000 46,000

屋内線工事 220,000 210,000

空調管工事 132,000 137,000

設備工事業計 398,000 393,000

その他の事業 12,000

合計 410,000

※九州電力グループ：九州電力㈱、九州電力送配電㈱
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（２）個別業績の部門別・得意先別内訳

　①売上高

期 別

部門別

前年同四半期

(2020.4～2020.6)

当四半期

(2021.4～2021.6)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 11,044 15.9 10,156 16.5 △887 △8.0

屋内線工事 36,048 51.7 34,155 55.4 △1,892 △5.2

空調管工事 21,408 30.7 16,295 26.4 △5,112 △23.9

計 68,501 98.3 60,607 98.3 △7,893 △11.5

兼業事業売上高 1,175 1.7 1,044 1.7 △130 △11.1

合計 69,676 100 61,652 100 △8,023 △11.5

②工事受注高

期 別

部門別

前年同四半期

(2020.4～2020.6)

当四半期

(2021.4～2021.6)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 10,965 15.9 10,436 12.5 △528 △4.8

屋内線工事 36,495 52.9 45,880 54.8 9,385 25.7

空調管工事 21,532 31.2 27,350 32.7 5,817 27.0

合計 68,993 100 83,667 100 14,673 21.3

③期末手持工事高

期 別

部門別

前年同四半期末

(2020.6)

当四半期末

(2021.6)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

配電線工事 924 0.2 756 0.2 △167 △18.2

屋内線工事 321,876 77.2 285,431 73.7 △36,445 △11.3

空調管工事 93,986 22.6 101,002 26.1 7,016 7.5

合計 416,787 100 387,190 100 △29,596 △7.1

④得意先別工事売上高

期 別

得意先

前年同四半期

(2020.4～2020.6)

当四半期

(2021.4～2021.6)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

九州電力グループ※ 10,926 16.0 10,215 16.9 △710 △6.5

一般得意先 57,574 84.0 50,391 83.1 △7,182 △12.5

合計 68,501 100 60,607 100 △7,893 △11.5

⑤得意先別工事受注高

期 別

得意先

前年同四半期

(2020.4～2020.6)

当四半期

(2021.4～2021.6)
比較増減

金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 増減(%)

九州電力グループ※ 11,138 16.1 10,655 12.7 △482 △4.3

一般得意先 57,855 83.9 73,011 87.3 15,156 26.2

合計 68,993 100 83,667 100 14,673 21.3

※九州電力グループ：九州電力㈱、九州電力送配電㈱

　


